自己評価計画
重点課題

１．教育実践研
究の取り組みを
通して授業改善
と指導力の向上
を図る。

2．教育活動を通
して地域連携を
推進する。

担当・具体的取組

評価の観点

達成度判断基準

判定基準

備考

【成果指標】
研究授業や公開授業などにおい
て教科特徴等シートを用いて授業
内容の視覚化が行えているかどう
か。授業計画において教科特徴
シートを用いて授業内容の視覚化
及び授業改善を行うことができた
のかをアンケート調査による数値
評価。

A:９０％以上の教員が実施
B:７０％以上の教員が実施
C:５０％以上の教員が実施
D:３０％以下の教員が実施

D判定の場合には、次年度にお 年度末の研究課
いて、教科特徴シートを再
アンケート調査
度、全職員で検討する。

②小学部
生活単元学習において、「教科等特
徴シート」と昨年度作成の「アセス
メントシート」を活用し、教科の見
方考え方が十分に反映されたか、子
供に育てたい力育てることができた
かを評価する。

生活単元学習の授業づくりを行う際、児童
の実態に応じて目標を設定し授業を行って
いるが、児童が何ができるようになった
か、何を学んだかの評価が不十分である。

【成果指標】
各学級の生活単元学習において、
教科の見方考え方が反映され、ア
セスメントが生かされた授業を実
施することができたか。

A：低中高３学級で、「教科等特徴シート」と「アセスメント
シート」を活用し、授業改善に生かすことができた
B：２学級で、「教科等特徴シート」と「アセスメントシート」
を活用し、授業改善に生かすことができた
C：１学級で、「教科等特徴シート」と「アセスメントシート」
を活用し、授業改善に生かすことができた
D：「教科等特徴シート」と「アセスメントシート」を活用し、
授業改善に生かすことができなかった

11月の段階でＤＥの場合は原
因を分析し、実施計画を見直
して取り組む。

教員による協議
11月
2月

③中学部
総合的な学習の時間において、地域
についての調べ学習や交流活動を題
材として、教科等特徴シートを活用
し、学習の内容や展開についての改
善と生徒の学び方の改善を行う。

合わせた指導の形態や総合的な学習の、生
徒がが何ができるようになったか、何を学
んだかなど、教科の見方考え方に基づく評
価が不十分である。

【成果指標】
教科等特徴シートを活用し、学習
の内容や展開、生徒の学び方の改
善ができたか。

A：教科等特徴シートを活用して改善を行い、想定した以上の成
果を得た。
B：教科等特徴シートを活用して改善を行い、想定どおりの成果
を得た。
C：教科等特徴シートを活用して改善を行い、想定までの成果が
得られなかった
D：教科等特徴シートを活用して改善を行うことができなかっ
た。

11月の段階でＣＤの場合は、
計画の見直しをする。

生徒からの事後
の聞き取り、教
員による協議
11月
2月

④高等部
総合的な学習の時間において、生徒
の社会に参加する力の育成を目標
に、地域の方々との交流活動を題材
として、対話型の授業改善を行う。

昨年度は総合的な学習の時間で自分らしい
オフの過ごし方を考える授業を行った。生
徒自身が休日の過ごし方について、他の生
徒の意見を聞きながら一緒に考えること
で、自分の生活を見直すことができ、生徒
の主体的な学習や対話型の学習の効果を見
出している。

【成果指標】
総合的な学習の時間に、地域の
方々との交流活動を題材とした対
話型の授業改善を行うことができ
たか。

A：対話型の授業改善を行い、想定した以上の成果を得た
B：対話型の授業改善を行い、想定どおりの成果を得た
C：対話型の授業を行ったが、想定までの成果が得られなかった
D：対話型の授業改善を行うことができなかった

11月の段階でＣＤの場合は、
計画の見直しをする。

生徒による事後
アンケート、教
員による協議
11月
2月

⑤学校全体
科学研究助成申請、GP研究、その他
の事業応募に対して積極的に取り組
むことを推奨し、外部資金獲得研究
や事業を増やす

平成27年度から、学校組織上に外部資金獲 【成果指標】
得研究推進を位置付けた。昨年度は科研費1 事業の応募件数及び獲得件数で評
件、公益財団法人の研究助成1件を新たに受 価する。
託できた。今後も継続して積極的に外部資
金獲得に取り組みたい。

応募件数及び獲得件数を前年度と比較する。
A：前年度より増加
B：前年度並み
C：前年度より減少

１，２学期末の段階でＢＣ場
合は、応募の奨励を行う。

1学期末と2学期
末に職員会議で
件数報告をする

①学校全体
各学部で地域との交流学習を取り入
れる。
学校防災教育チャレンジプランに基
づく事業に参加を呼び掛ける。
学校行事の案内、地域貢献等を積極
的に行い、地域に開かれた学校づく
りに取り組む。

これまでも高等部が展開するプラタナス
【満足度指標】
ショップの案内や、音楽科担当教諭による 計画した事業の実施状況と成果に
コンサートの招待などの行事案内を行って より評価する。
いるが、地域の方と協力して活動するまで
の連携に至っていない。

A：計画した事業を実施し、想定した以上の成果を得た。
B：計画した事業を実施し、想定通りの成果を得た。
C：計画した事業を実施したが、想定までの成果を得られなかっ
た
D：計画した事業を実施できなかった

アンケートの結果や教員の協
議により評価する。取組が不
十分な場合、地域への働きか
けを改善する。

5月、2月に地域
民生委員、高等
部生徒にアン
ケートを行う
7月、12月、3月
の職員会議で議
題とする

②小学部
生活単元学習や特別活動において、
地域資源を活用して地域を知ったり
触れ合ったりする活動を行う。

昨年度は近隣の銀行の方と一緒に花の苗植
えを一つの学級で行った。また、これまで
近隣の商店や公園に出かけることを通して
地域の方とあいさつ程度の触れ合う機会を
作ってきた。

中学年、高学年クラスにおいて、見学したり買い物をしたりする 11月の段階でＤＥの場合は実
活動に取り組むことができたか。
施計画を見直して取り組む。
A：２クラスで３～２回取り組むことができた。
B：１クラスで３～２回取り組むことができた。
C：２クラスで１回取り組むことができた。
D：１クラスで１回取り組むことができた。
E：取り組むことができなかった。

教員による協議
11月
2月

③中学部
総合的な学習の時間に、地域の方々
との交流を通して地域の特徴や住ん
でいる方々について知る。保育園や
老人福祉施設等、活動計画を立てて
実施する。

昨年度、近隣の保育園とは３回、老人施設 【成果指標】地域の方と関わり地
とは２回、交流活動を行った。寺院の落ち 域連携を進める授業が何回できた
葉から腐葉土を作る活動も実施中である。 か
今年度も継続し、さらに発展させていきた
い。

地域の方と関わる授業の回数で評価する
A：授業を４回以上計画・実施した
B：授業を３回以上計画・実施した
C：授業を２回以下計画・実施した

④高等部
社会に参加する力を育むことをねら
いとして、味噌蔵地区民生委員との
交流活動を企画し実践する。

平成25年度から毎年、北陸銀行と地域連携
を行っている。年末に配るカレンダーの袋
詰めや、プランターに花を植えて北陸銀行
の店前に設置したり、お客様に配るクッ
キー製品を納品したりしている。さらに年
末に門松を作り店前に飾ったりもするが、
北陸銀行のみの連携となっているのが現状
である。

【成果指標】
総合的な学習の時間で、味噌蔵地
区民生委員との関わりを通して社
会に参加する力を育む授業作りを
年間３回以上行う。

総合的な学習の時間に、地域との関わりを通して社会に参加する 11月の段階でＣＤの場合は、
力を育む授業作りを行うことができたか。
計画の見直しをする。
A：授業を３回以上できた
B：授業を２回できた
C：授業を１回できた
D：できなかった

教員による協議
11月
2月

【努力指標】
学校防災教育チャレンジプランに
基づく講演会やワークショップの
開催、児童生徒の防災学習に、地
域の人にも参加を促す。

各事業や活動に地域の方が参加した人数及び、参加した地域の方 参加人数が少ない場合やアン
に行うアンケートの結果により評価する。
ケートの結果により、地域の
方への案内方法や事業・学習
活動を改善する。

参加者にアン
ケートを行う

【成果指標】
体育で活動をしたり外で活動する
際に、帽子をかぶり靴を履いて活
動することができたか。

帽子をかぶり靴を履いて活動することができたか。
A：全児童の内、１００％の児童ができた
B：全児童の内、８０％の児童ができた
C：全児童の内、５０％の児童ができた
D：全児童の内、３０％未満の児童しかできなかった

ＣＤの場合は学部内で検討す
る。

教員による協議
2月

③中学部
昨年度は場所や時間を設定し身を守る訓練 【成果指標】
台風・猛暑・大雪等、具体的で身近 を行った。地震以外の自然災害について知 身近な自然災害を想定した授業の
な自然災害を想定し、生活単元学習 り、身を守るために訓練の必要性がある。 回数で評価する
等で体験的な防災学習を単元化して
実施する。

身近な自然災害を想定した授業の回数で評価する
A：授業を４回以上計画・実施した
B：授業を３回以上計画・実施した
C：授業を２回以下計画・実施した

11月の段階でＣが予想される
場合は、計画の見直しを行
う。

教員による協議
11月
2月

④高等部
総合的な学習の時間の中で、「防災
学習」を単元化し、生徒が防災意識
を高め、自助力を高めるために体験
活動を実施する。また地域の方と防
災の観点から助け合うことの大切さ
を学ぶ機会を設ける。

防災学習として、防災合宿は一昨年度より
２回行い、昨年度は能美市防災センターで
体験を行ってきた。このことにより、生徒
の防災意識は高まってきたが、防災時に自
分の命を守る力を身につけている生徒は一
部であるのが現状である。また、近隣の人
と協力して助け合う経験はほとんどないた
め、共助の意識は低い。

【成果指標】
次の3点について実施することがで
きたか
①防災リュックを活用した授業を
行う
②防災センターでの体験を行い、
学んできたことをまとめて掲示す
る
③近隣の人と協力して防災を学ぶ
機会を設ける

３つの活動について実施することができたか。
A：①②③いずれも実施できた
B：2つについて実施できた
C：1つだけ実施できた
D：いずれも実施できなかった

ＣＤの場合は協議し防災教育
について見直しを行う

教員による協議
2月

⑤総務課
学期毎の安全点検の内容と方法を
見直し、教員の安全な環境作りに対
する意識を高める。

安全な環境作りについては、事業場安全衛
生委員会での危険箇所のチェックが機能し
ている。また、学校主体で実施している安
全点検については、校舎等の故障（不良）
箇所の点検、不審者対策物品の点検が主と
なっている。今のところ大きな事故等は発
生していないが、2階の窓際に踏み台になる
ようなものがあるなど、チェック項目にな
い項目での不備がみられたこともあった。

【成果指標】
以下の取り組みを実施する。
①校内で発生しうる事故のケース
や重要点検個所の見直しと周知
②①を受けて安全点検項目と形式
の見直し

Ｃの場合は次年度に再度取り
組む

①１回目の安全
点検終了後、課
会や部会ではか
る
②１２月までに
作成し、第３回
の安全点検で使
用し、教員の意
見をを集約する

取り組みの結果、不十分だっ
た場合は、保護者や外部教員
アンケートをもとに次年度に
向けた取り組みを確認する

体験入学保護者
及び小中学校教
員アンケート

②小学部
緊急時に帽子やヘルメットをかぶ
り、靴を履いて移動することができ
るようにする。

4.「国立教員養成
大学・学部、大学
院、附属学校の改
革に関する有識者
会議報告書」に求
められる改革に、
大学・附属学校園
と連携して取り組
む。

状

現在の授業計画において授業内容や指導
重点項目等は、授業指導案にて作成されて
いる。そのため、指導案をじっくり読み込
むことが必要であり、各授業におけるポイ
ントを把握するのに時間がかかる。そのた
め授業評価が十分に行われていない。

①学校全体
育友会と連携した防災委員会の計画
に基づき災害時備蓄を完了する。
学校防災教育チャレンジプランに基
づく事業を実施し、地域との連携を
深める。
各学部で防災学習に取り組む。

３．安心・安全
な学校づくりを
推進する。

現

①研究課
各授業計画に教科等を合わせた指
導の形態等において「教科等特徴
シート」を用いて、各教科の見方
考え方による授業内容や指導重点項
目の改善と指導力向上を図る

大規模災害時の対応に関しては育友会と連
携し、防災委員会を設置して取り組んでい
る。しかし、地域との連携は不十分であ
る。平成29年度に地域の指定避難所になっ
たこともあり、平時の時から機会をとらえ
て地域と交流を図り、防災について協力で
きる連携を構築する必要がある。
有事の際帽子をかぶり、靴を履いて避難す
ることが、自分で自分の身を守ることにつ
ながると考える。しかし、帽子をかぶらな
い児童、靴を脱ぎたがる児童が18名中10名
いる。

【成果指標】
中学年、高学年クラスにおいて、
生活単元学習において事前事後学
習を行い、買い物をしたり、地域
の幼・小中学校の運動会の練習を
見学したりする活動に年間に３回
取り組むことができたか。

A：①②について実施できた。
B：①②どちらかについて実施できた。
C：どちらについても実施できなかった。

近年、体験入学に参加した児童生徒のうち 【成果指標】
①教務課
以下の取り組みを実施し、入学選
児童生徒募集のための取り組みを 入学を希望する児童生徒は半数程度であ
る。昨年度から小中学校の教員を対象に学 考の志願者数で評価する
改善する。
校説明会実施にも取り組んでいるが、学部 ①小中学校の教員対象説明会の継
によっては定員数は満たすものの上回らな 続と充実
い場合があるのが現状である。附属学校の ②体験入学プログラムの見直し
教育活動発信のためには、幅広く選考でき ③入学選考の内容と実施日の検討
ることが必要である。

A：すべての学部で定員数を上回る
B：２つの学部で定員数を上回る
C：１つの学部で定員数を上回る
D：すべての学部で定員数を上回らなかった

②研究課
現在の研究成果の発表は、教育研究会を通 【達成指標】
研究フォーラム及び教育研究会
研究成果の発表と成果の還元につ して行っているのが現状である。しかしな
いて改善する。
がら、この成果がどのように利用されてい において参加者への追跡アンケー
るのか？また、どのように還元されている ト調査を実施し、その後の授業等
のか？を知る方法がないのが現状である。 における利用等や報告を行ってい
るかどうか､その回答数においての
数値にて判断する。

追跡アンケート調査回答者のうち
A:９０％以上の教員が実施
B:７０％以上の教員が実施
C:５０％以上の教員が実施
D:３０％以下の教員が実施

③学校全体
附属学校専門部会「研究推進部会」
において、大学・附属学校園と連携
して、研究や教員養成に取り組む。
個々の業務の意義や必要性を検証
し、精選したり内容を見直して効率
化を図る。

大学から大学や附属学校間で連携した取り
組みを求められているが具体的な行動に
至っていない。
教員の働き方改革の一環として勤務状況調
査を始めている。また、PCの活用や業務の
見直しによる効率化に取り組んでいるが今
後もさらに取り組む必要がある。

【努力指標】
研究あるいは教員養成等について
大学や附属学校間で連携した取り
組みに着手できたか。
業務の見直しと効率化を行うこと
ができたか。

11月の段階でCが予想される場 教員による協議
合は実施計画を見直して取り 11月
組む。
2月

Ｄ判定の場合には、研究
フォーラム及び教育研究会の
実施内容の精査、各種研究
会、学会等への積極的な発表
を全職員に促す

大学や附属学校園間と連携した取り組みについては大学の評価を 業務の効率化について改善が
参考に評価する。
見られない場合は、さらに業
務内容を精査し、継続して改
業務改善については、取り組んだことをリスト化し、教員の業務 善に取り組む。
また、働き方に対する教員の
に関するアンケートの結果により評価する。
相互理解深める。

教育フォーラ
ム、教育研究会
終了後実施

教員アンケート
2月末に実施

